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自分の考えや意見をまとめる力・表現する力
校長
長かった梅雨も明け、猛暑の８月とな
りました。暑中お見舞い申し上げます。
この号がお手元に届く頃は、残暑になっ
ているはずですが、暑い中で生徒たちも
元気に授業や部活動に取り組んでいま
す。
さて、前号の原稿には間に合いません
でしたが、７月２５日から２７日まで長
崎市中総体が開催されました。私も各会
場に応援に行きましたが、生徒たちが一
生懸命プレイをする姿は何物にも代えが
たい感動的な姿だと改めて感じました。
勝っても負けても長崎東の生徒の頑張り
は称賛に値すると思います。時折雨も降
る天気で、楽しみにしていたテニスの応
援ができませんでしたが、良い成績を残
してくれました。係役員として運営と応
援に参加していただいた保護者の皆様に
感謝申し上げます。
ところで、１学期も終盤となり、学習
した成果を生徒たちが発表する場面がい
くつかあり、私も時間が許す限り参観し
ました。本来ならば、体育館などで、た
くさんの生徒がいる中で実施するので
しょうが、今年は感染予防のため、規模
的には縮小して実施されていました。し
かしながら、内容はどれも大変立派なも
のでした。
１つ目は、高校３年生の「ひがしＷＷ
Ｌフォーラム（課題研究最終発表会）」
です。医療や平和、水をテーマとして各
班が課題を見つけ、その解決策について
調査し、考えたことを英語で発表してい
ま し た。日 本 語 で も 難 し い の に 英 語 で
しっかりと伝えることができていまし
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た。す ば ら し い 発 表 で あ っ た と 思 い ま
す。内容も高校レベルから大学レベルの
ちょうど中間のようなレベルであったと
思います。この発表に至るまでの班内で
の協議や調査活動、パワーポイントや発
表原稿の作成までのプロセスの中で、生
徒が質の高い学びを経験し、成長してい
る姿を見ることができました。
２つ目は、中学３年生の英語スピーチ
大会です。１０人の生徒がスピーチを披
露してくれました。事前に原稿を読みま
したが、身近な事柄を題材にしていなが
ら、書 い て い る 内 容 は 高 校 生 レ ベ ル と
言っていいと思います。スピーチも、聴
衆を見ながら、表情豊かにスピーチをし
ていました。発音も良かったです。練習
の成果を十分に出していました。
そのほかに、ビブリオバトルや中学１
年生の平和壁新聞など、生徒自身が調べ
たことや見たり読んだことを、協議した
りまとめたりすること。そして、まとめ
たことを発表するプロセスを通して、学
びを確実に深めている長崎東の生徒を見
て頼もしく思いました。
さらに、８月１６日に吹奏楽部の定期
演奏会が長崎ブリックホールで観客を限
定して実施されました。生徒たちの演奏
は、大変すばらしいものでした。吹奏楽
部 の 合 言 葉 で あ る「音 に は 生 命（い の
ち）がある」を表現してくれました。
９月には、体育祭と高校文化祭があり
ます。長崎東の生徒の表現する力に期待
しています。
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９月

「九月祭」を成功させ、「ひがし」を一つに

９月
振替休日（高校）

体育祭総合練習（中高）
内科検診（高１）
授業日（高のみ）
高校オ－プンスクール
体育祭会場設営（中高）
体育祭（中高）
雨天時 ９／９ 木曜授業
９／10 体育祭
放課後補習再開（高３）

学校生活に関する調査①
考査時間割発表（中高）
中学入試説明会（市民会館19:00～）
学力推移調査（中）
学習会（高１，２）
チーム東大（高２）
対外模試進研Ｍ（高３

生徒指導部 よ り
厳しい暑さがまだまだ続いています
が、熱中症対策及びコロナ感染症対策
はしっかりできていますか？なにはさ
ておき「健康第一」です。「自分の命
と健康は自分で守る」意識を持って生
活しましょう。
さて、「ひがし」では容儀検査のない
学校を目指して、端正な頭髪・服装を心
がけていますが、生徒の皆さんは常に自
分を振り返って、正す意識を持っていま
すか？少なくはなってきてはいるもの
の、残念ながら指導を受けている姿を目
にすることがあります。一人一人が「ひ
がしの生徒」であるという自覚を持って
行動してください。究極の目標はルール
集をもなくすことです。皆で協力して成
し遂げましょう。

地区別説明会の報告
８／５ メルカ築
町、 ８／７東公民

～９／２０）

館、８／２８長与町
民文化ホールの３カ

長崎東安全の日

所で地区別説明会を
中学第１回考査（～９／２５）
高校第２回考査（～９／２９）
学年ＰＴＡ（中３，高２）
考査レビュー日（中）
文化週間（中 ～１０／１０）
考査レビュー日（高）
45分授業

実施しました。コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、人数制限を
行いながら、学校概要や入試の説明などを行
いました。参加した中学生から「ひがしの生
徒像がよくわかった」「しっかり勉強頑張っ
てから来ます」という感想をいただきまし
た。保護者様からも「生徒が主体的に学んで
いることがよくわかり、魅力的に感じまし
た」というコメントをいただきました。
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中高

高

平和集会（中）・平和学習（高）
中学校では、今年度の平
和集会のテーマを「ともに
生きる」として、各学年で
取り組みました。１年生は
フィールドワークを通して
長崎市内の原爆遺構等につ
いて学びを深め、その内容
を壁新聞にまとめました。
２年生は「身近な平和を阻む
ものをどのようにしてSDGs
の視点から解決できるか」と
いうテーマで学習し、その成

果を新聞やリーフレットにま
とめました。３年生は「とも
に生きる世界の創造」という
テーマで、各地の紛争やそれ
を解決するために働いている
人達などを調査し、その上で
自分達にできることは何かについて考えました。
今年度は新型コロナウイルス感染防止の観点から
全体での集会を取りやめましたが、その分、各学
年で中身の濃い取り組みができたようです。平和
を創造する役割と責任について、東中全体で考え
る１日になったと思います。

昭和２０年８月
９日に原子爆弾
が投下された事
実を再認識し、
被爆者の経験に
ふれることで、
核兵器の非人道
性を再認識し、
平和都市長崎で学
ぶ一人の人間とし
て「平和」にどう
向き合うか考える
契機とするため

に、毎年、8月9
日（日）を「平
和を考える日」
としています。
生徒たちは、放
送部３年生の松
藤虹歩さんの朗
読で被爆者の悲
しい体験談を聞き、平和宣言をした後、平和を
祈って黙祷をしました。その後、各クラスで鶴を
折り、それで作った千羽鶴を生徒会の代表が爆心
地公園に献じました。

ひがしＷＷＬフォーラム（7月）

高３普通科
は、高２から取
り組んできた
「地域創生型」
探究学習のまと
めとして、論文
と要旨を作成
し、相互評価を
実施しました。長崎ゆかりの川原慶賀の絵画を参
考に、長崎らしい公衆トイレをデザインするなど
自己の特技を生かしたアイディアや、長崎県立大
学と連携したじゃがいもの栄養成分についての研
究成果などがまとめられました。高３国際科は、
英語による課題研究の最終成果発表を行いまし

た。児童労働やＬＧＢＴ、アフリカの医療教育や
コーヒーかすの肥料化、マイクロバブルによる水
質浄化や雨水の利用法などグローバルな課題解決
に向けた研究成果を、論理的にスライドにまと
め、聴衆に分かりやすい英語を用いて発表しまし
た。
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高

探究チャンネル（高１）

第１学年では、７月３０日～８月７日にか
けて「探究チャンネル」と題してオンライン
講演会が開かれました。番組表は以下の通り
です。生徒のみなさんからは、「自分の興味
のあることと仕事を繋げて、社会のために仕
事してる姿がかっこよかったし、私もそうい
う大人になりたいと思った。」「『授業に
「好き」を混ぜていく』という言葉が心に残
りました。」「できない理由探しをやめ
る。」「仕事の過程は探究に似ているなと感
じました。」と言った声が聞かれました。今
後の探究活動の糧にしてほしいと思います。

中
高

大坪先生ピアノ寄贈
昨年度まで
校医として大
変お世話に
なっていた
大坪嘉昭先生
が、ご 自 宅 の
ピアノを本校
に寄贈してく
ださいまし
た。
音楽室に置かせてもらっ
ています。
授業等で大切に使わせて
いただきたいと思いま
す。
大坪先生ありがとうござ
いました。

中
高

大会等の結果

〈高校〉
長崎県高等学校陸上選手権大会
男子１００ｍ

第１位

３年６組

玄

丈太郎

男子２００ｍ

第２位

３年６組

玄

丈太郎

優秀賞

３年６組

松藤

優良賞

３年６組

中尾

アナウンス部門優良賞

３年３組

里

長崎県高校放送コンテスト
朗読部門

虹歩
茉莉那
菜々子

長崎県高等学校テニス選手権シングルス大会
１年男子シングルス 第３位
１年女子シングルス 第３位

１年７組 安田 圭太朗
１年５組 川原 奈々

第４４回全国高等学校総合文化祭こうち総文出場（WEB）
吟詠剣詩舞部門 ２年７組 野田 悠太
吹奏楽部門
大木 愛弓(3-2)、森

未来(3-2)、小林 礼子(3-4)

中村 美陽(2-1)、廣重 果音(2-1)、大山 稚葉(2-3)
中橋 希彩(2-6)、馬場 夏姫(2-6)、堀田菜々子(2-6)

大坪先生には感謝状をお渡ししました。

松尾 花音(2-6)
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